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〈水文雑話VX> サンゲレ試験流域の流出機構

について（I)

一一北部カメ jレンの乾燥したサバンナの流出解析例一一

菅原正 巳

1. データが手に入るまで

1980年の春， ヨーロッパ旅行を計画していた。実は79年の夏か秋に，その旅行がで

きると思っていた。78年の秋には，来年も共同研究をしようという約束の書類を，プ

ラハで署名交換していたからである。また WMO（世界気象機構）では，ヨーロッパ

旅行のついでにマレーシアやスリランカに行ってほしいという話も出ていた。これら

の話は結局，予算不足ということで消えた。 WMOでは予算がなくならないうちに，

81年のもっとも早い時期に東南アジアに行ってもらうことにしようといってきた。そ

こで東南アジアにまず行き，そこから ヨーロッパに行こうと考えた。しかしWMOの

話は，何となくはっきりしない。チェコの友人は熱心にフ。ラハへの招待を計画してく

れている。そこでプラハ訪問を軸に3 ヨーロッパ旅行を計画することにした。

68年のヨーロッパ旅行から得た結論であるが，あまり招待に頼らないほうがよいと

いうことである。 68年のヨーロッパ旅行は， UNDP（国連開発計画）によるインド訪

問， IIASA（国際応用システム解析研究所）によるウィ ーン滞在， WMOによるヨー

ロッパ内旅行の組合わせであったが，私への航空切符は支給されるが，それに合わせ

て家内の切符をこちらが買わなければならない。それを買う手間がかかるし，その切

符は割引きにならない。一方s東京からヨーロッパへの航空切符は，一種の団体旅行

という便宜を使えば，半額とか泌の値段のものが入手できる。自前の切符を買う こと

で，当方には行動の自由が得られるし， 招待する側も楽になる。ヨーロッパ人への旅

費であれば，日当と航空運賃はほぼ同程度，場合によっては日当のほうが高いが，日

本人への旅費では航空運賃が大きな部分になってしまう。それを当方が負担するので

あれば，向こうはよびやすい。たまたまジュネーブに来ていたから仕事を頼んだとい
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うことで，何日かの日当をもらえれば，当方はおおいに助かる。一つ星的安ホテルに

泊っていれば， l日分の日当で，夫婦2日分の費用が出るからである。

そういう旅行をするつもりで，チェコ訪問を中心にしてヨーロッパ旅行を計画し

た。プラハに I月か 1月半滞在し，それからジュネーブを経て，イギリスの水文学研

究所に行くつもりであった。 78年にここでもらったケム河やソマセットの試験流域の

資料の解析結果があり，それに関連してタンク ・モデノレの自動化方式にもいくらか進

歩発展があり，これらについて話しあいたいと思っていた。イギリスに行くのは6月
半頃のつもりで連絡すると，マッカラック （McCulloch）さんから返事があり， 6月

下旬にはへ／レシンキのシンポジウムに出かけるが， 6月中旬ならばいるということに

つけ加えて，突然の思いつきだが，一緒にヘルシンキに行かないか，そうすればあな

たの結果について，それに興味を持つ人達と討議する機会があってよいと思うとあっ

た。夏至の頃のフィンランドは魅惑的で，にわかにフィンランド行きを計画に加えるこ

とにした。このフィンランドのシンポジウムは1975年12月の東京のシンポジウムと同

じテーマで，いわば東京の会のつづきであるが，日本にはほとんど連絡がきていない

ようであった。そこでマッカラックさんから，サーキュラーを送ってもらい，あわて

てケム河やソマセットの試験流域の解析を含む自動化方式の論文の書き直しを送り，

シンポジウムへの参加と，ラップランドへの小旅行とを申し込んだ。

こうしてヨーロッパ旅行の計画ができたと思ったのに，チェコからの公式招待状が

こない。友人からは，科学アカデミーの公式招待状が行くはずと報せてきているの

に，いくら待ってもこない。前年の秋アフガニスタンの問題が起こり，目下モスク

ワ・オリンピックへの不参加が叫ばれている時だから，その政治情勢の巻きぞえにな

ったのであろう。チェコに行 くついでにポーランドにも行きたいと思って，ワルシャ

ワの友人に連絡してみると，招待状は出せないが個人としてきてくれれば歓迎すると

の返事である。その後8月になって，インドネシア滞在中，たまに見る英字新聞でグ

ダニスクのストライキのことを知った。ポーランドは春から，招待できる情況になか

ったのであろう。

チェコ訪問は断念することにして，旅行はジュネーブ，ウォリングフォード，ヘル

シンキに変更した。そうしたら 2' 3日してプラハから手紙がきた。それはプラハの

工科大学のある教授が開くセミナーへの招待状だった。前後して，プラハの友人から

手紙があり，その招待状を公式のものとして，きてくれとのことだった。一種の半公

式招待であるが，法的には私的訪問である。あわただしく旅程を変更し， 4月18日に

出発した。

1週間あまりの準備の問，突然フランスでもひと仕事してみる気になった。はじめ

の計画では，ジュネープからイギリスへの途中，パリに 1週間か10日滞在して，ゆっ

くりパリ見物をするつもりで，仕事はしないつもりだった。フランス人はドゴール将
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軍に代表されるように誇り高い民族であって，水文学でも，そもそもそれはフランス

から起こったという歴史的誇りを持っているように見える。そのせいではないのだろ

うけれど，何となくフランスの水文学者とは親しくなれないでいる。 10年あまり前，

1970年 7月イギリスのレディングで開かれた「世界水収支に関するシンポジウム」の

とき，ある日の夕方，庭でフランスのジヤッケ（Jacquet）さんとすれ違い， 「今挽

は」というと，「今晩は，スガワラさん」と向こうが言うロどうして彼が私のことを

知っているのかと驚いた。当時ジヤッケさんはフランスの水文学の代表者の l人であ

った。それから半年後， 70年12月のニュジーランドのシンポジウム（これが 75年東

京， 80年へJレシンキと同じく，試験流域，代表流域に関するものであった）のとき，

「チーズとワイ ンの夕べ」というパーティの席で，彼は論戦を仕掛けてきて，かなり

親しくなった。その後も彼とは連絡を保つつもりでいたが，フランス語がまったくし

ゃべれないせいもあって，次第に疎遠になってしまった。

1975年グルノーブルの IUGGの総会のとき，東大の井口先生が，あの人がフラン

スのロッシュ（Roche）さんで，ょくできる人らしく， これからは彼がフランスの代

表らしいといい，私を紹介して下さった。それから約半月後，スロパキアのプラティ

スラパで聞かれた流出モデ／レに関するシンポジウムで，彼と再会した。あるとき，彼

の隣に席をと って少し話しかけてみたが，あまり話ははずまなかった。そして今後も

コンタクトしたいと希望したのに対して，勤め先の ORSTOM (Office de la Recher-

che Scientifique et Technique Outre-Mer，海外科学技術研究所）のアドレスを紙に書

いてくれた。

1977年にタンク ・モデルの自動化の英文論文を作り，私信として海外の友人数人に

送ったときロッシュさんもその中に入っていた。彼からは一番先に返事がきたが，そ

れは受け取ったことと，ありがとうというだけのそっけのないものだった。 このとき

興味と理解を示してくれたのがマッカラックさんと， アメリカのシットナー（Sittner)

さんだった。あるアメリカの友人は，あなたの論文は理解できないから，机の上に置

いて眺めていると書いてきた。そういう率直な手紙のほうが，ロ ッシュさんの素早く

て，そっけのない返信よりはるかに嬉しかった。

そういうわけで，パリに l週間あまり滞在しても，見物だけで ORSTOMを訪ね

る気は起こらなかった。しかし突然，だめでもともと，何か得られたらもうけものと

いう気になり，にわかにロッシュさんに手紙を出した。 6月のはじめにパリに行くの

でお訪ねしたいこと，タンク ・モデノレの自動化その他につき討議したいこと，そちら

の水文資料をいただきタンク ・モデノレを適用してみたいことの希望を述べ，近日中に

日本を発つので，WMO気付でご都合をお報せいただければ幸いであると書き送り，

別使で自動化の手法を用いて行なったケム河，ソマセットの試験流域の流出解析につ

いての英文報告を送った。
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フ。ラハ郊外のロストキという村の，ある家の 2階を借りて暮らした40日は楽しかっ

た。 4月末から 5月末までの最高の季節だったし，友人はいろいろと気をつかい，週

末には方々の古城の見物に連れて行ってくれた。西北ボヘミヤ，南ボヘミヤ，東北ボ

ヘミヤへの小旅行もしたし， 音楽会の切符もとってくれた。消費物資は豊富とはいえ

ないが，不足ではない。ぜいたくをいわなければ十分であり，日常の生活費は安かっ

た。人々は穏やかで， トラブノレにあったことはなかった。知っているチェコ語は，今

日は，ありがとうと，わずかな数詞だけだったが，それでも何とか40日間暮らしてい

けfこ。

チェコの40日は何事もなく楽しくすんだが，プラハを飛行機で発って，チューリ ッ

ヒに着いたときにはホッと安心した。社会主義国家は何となくこわいのである。水文

を商売とする以上，河川流量や，雨量，気温の資料を持ち，その上何枚かの地図を持っ

ている。その中の何枚かはプラハの本屋で買ったのだから，秘密ではないけれども，

水文の研究者からもらった河川の地図もある。荷物を調べられてスパイだといわれた

ら，それまでである。スパイならば逃げ口上を持っているだろうけれども，身に覚えの

ない者は，弁解もできない。何かつまらないことがもとで，友人に累が及んだら大変

である。水文雑話にチェコやポーランドのことを書かないのは，書けないからである。

ジュネーブに着いたのは 5月29日木曜日の昼頃だった。週末が近いし，来週の金曜

日にはパリに向けて発つつもりだから，今週中に片づく仕事はすませたほうがよい

と，一休みしてから WMOに出かけた。ネメッチさんは出張中で，来週の月曜には

出てくるとのことで，秘書のミス・ピピアンが，あなたあてにたくさん手紙がきてい

るよと渡してくれる。日本からの連絡の手紙のほかに，ロッシュさんからの手紙があっ

た。訪問を歓迎すること， ジラー／レ（Girard）君の都合があり 6月13日にきてほしい

こと，ジュネーブからなるべく早く電話連絡してほしいことなどが書いてあった。こ

ちらが会いたいというのに，誰か代人を立てるらしい様子に少々がっかりしたが，と

もかく電話することにした。ピピアンさんが早速電話をかけて下さる。

スイスは豊かな民主主義国家の，いささか行き過ぎの状態にあるらしく，若い人達

が保守的かっ怠け者的で，あらゆる変化を拒否しているという。何かことがあると，

国民投票にかけて否決してしまう。たとえば自動車の前部座席にいるものに対する安

全ベルト着用規則は，一度きめたものが国民投票にかけられて否決されたという。こ

れでは何もできないというのが現状だそうで，その関係であろうか，西ヨーロツパが

全部夏時間を使っているのに，スイスだけは使っていない。急がないとパリのお役所

は帰ってじまうと，ビビアンさんは時計を見ながら，電話にかかってくれる。幸いに

ロッシュさんはいて，ただちに連絡がついた。会談は6月13日に決まり，その前に，

パリに着く 6月6日の目に一度きてみてくれということになる。パリの宿もピピアン

さんが予約してくれた。ユネスコに近いところでよければ，当方の定宿が何軒かある
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からと， リストを見せてくれる。その中に， 75年に泊った安宿も入っているから，こ

れがいいというと，それは一番安いところだと，早速電話して OKとなった。

ジュネープのl週間は予想に反し忙しいことになった。雪のモデルの相互比較が実

行段階にまで進行しており，日本は不参加ということになっていたのを，参加するよ

うにしてもらった。おりからの会議で気象庁長官と駒林企画課長がきておられ，駒林

さんのお世話で参加に変更していただけることになった。雪のモデノレの相互比較は公

式のもので，私個人の参加はできないとのこと，そこで国立防災科学技術センターと

して正式にエントリーすることにした。

月曜日に旅から帰って出てきたネメッチさんに会うと，関口一番，タンク ・モデJレ

を HOMS(Hydrological Operational Multipurpose Subprogram）に登録してくれと

いう。 HOMSは財政難に悩む国連機関の一部である WMOの水文水資源局が考え出

した苦肉の策であると恩われる。発展途上国のおかれている種々の事情に応じて，そ

れぞれ種々の水文学的技術を対応させる。そういう対応表が完成すれば，発展途上国

はそれぞれの事情に応じて，索引により対応策を見つけ出すことができる。そこまで

が WMOの仕事で，対応策の実現については，その技術を登録した国が面倒を見る

ことになる。 WMOはいわば結婚紹介所のようなもので，他人の揮で角力をとろうと

いうわけである。

タンク ・モデ、ノレを登録すれば， 日本はタンク ・モデ1レについて世話する義務が生ず

るわけで，私個人の決心で登録できるものではない。雪のモデ〉レの相互比較のエント

リーも，タンク ・モデ／レの HOMSへの登録も，日本国の政府機関の行なうこ とであ

るが，あなたの仕事なのだから，ここで一応書類を作って仮登録しておいてくれとい

われる。それに加えて東南アジアへのミッションの件がある。これはネメッチさんの

権限には属さないことで，マツコンビ（McCombie）さんという，一筋縄ではいかな

そうな人物の決めることであった。 WMOの海外援助部門のアジア担当のチーフで，

名前からしてスコットランド人であろう。ネメッチ，マツコンビ両氏の問に，何かい

ろいろあったらしく， 2人揃って私のところにやってくる。マツコンビさんが，あな

たには私のほうから，今回の滞在につき 3日分の日当を支払うという。ありがとうと

いうと，にやりとして，ありがとうをいうのはまだ早い，ありがとうは小切手を手に

してからいうものだという。面接に受かったのであろう か，結局スリランカ，マレー

シア，インドネシアに 3週間ずつ行くことが決まり，パリ，ジュネーブ， コロ ンボ，

クアラルンプーノレ，ジャカfレタ，東京の航空券を持ち，ジュネーブ以降をオープンに

して， 7月 7日にジュネープにこい，それまでに当方は準備を完了しておくというこ

とになった。ありがとうは小切手を手に持ってからだという言葉の意味を，私は後に

なって知った。その小切手を手にしたのは， 7月 7日の夕刻だった。

雪のそデノレの相互比較，タンク ・モデルの登録，東南アジアへの旅行に関連して，
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いろいろな書類ファイルに目を通しながら，私はフランスのジラールさんが大物であ

ることを知った。流出モデノレに関してはフランスの代表らしく，舎類に何度か名前が

出てくる。ロッシュさんは私の相手に代表選手を出してくれる らしい。 パリの会談は

期待できるものとなった。

6月6日の朝早くジュネーブを発ち，鉄道でパリに向かった。パリのリヨン駅まで

約7時間の旅である。バリは暑く，すっかり夏だった。ただしヨーロツパの気候は訳

が判らない。 10日後にイギリスに行くと，涼しくて肌寒いくらいだったが，ヘルシン

キはイギリスより暖かく，ラップランドも暖かかった。そして 6月末にパリに戻る

と， tifJよりはるかに涼しかった。

エコール ・ミリテールのそばの安宿は 5年前とは経営者が替わり，内部は改装され

て見違えるようにきれいになっていた。その代わり 3 インフレの影響もあり，宿賃は

倍以上になっていた。何の縁か， 5年前と同じ部屋に当たったが，今度はシャワーと

トイレがつき，壁紙は新しくなり， 金具や電燈も完全になっている。 前と同じなの

は，洗面器の湯のほうから水が，水のほうから湯が出ることだけである。エレベータ

ーなしで，日本式の 6階の部屋まで上がるのはー仕事で，重いトランクを 6階まで運

び上げてかいた大汗を，ゆっくりぬぐうひまもなく， ORSTOMに出かけた。地下鉄

をヒ。ガール広場で降り，地図をたよりにモンマノレトルの墓地の上を通る道を行く。こ

んなところが入口かと思うような妙な建物のあり方だった。後でへノレシンキでロディ

エ（Rodier）さんに聞くと 3 仮り住いがいつまでも続いている ということらしい。

受付けでロッシュさんに会う約束になっていると話しているところに，彼がちょう

ど通りかかり，彼の部屋に行しきれいな部屋で豪華なデスクである。そのデザイン

のよさに感心した。彼は管理者であって研究者ではないのである。まもなくジラール

さんがよばれた。ひじように小柄な，いかにも利口そ うな人で，私など気にもとめな

い感じである。英語がまったく話せないらしく，彼と私とがそれぞれロッシュさんと

話をするこ とになる。ロッシュさんが通訳というわけではない。

どんな水文データを上げればよいかという ことになり，アフリカのデータがよかろ

うということになる。今になって思えば，印刷公開されたアフリカのデータがあると

いうことである。こちらはフランスのものもあればほしいという。こちらが自動化プ

ログラムを入れた磁気テープを出すと，ジラールさんがいささか興味を示す。このプ

ログラムには少しばかり誤りがある。にわかに日本を出発することになり， 急いでプ

ログラムを整理したのでそういうことになったのである。使用中，開発中のプログラ

ムは，修正に修正を重ねているから，下書きの原稿のようなもので，いたるところに

書き直しゃ，書き加えがあり，世間にお目にかけるわけにはいかない。人に見せるに

は，整理し、清書し，コメントを書き加えなければならない。ところが困ったことに清

舎のときに誤りが発生する。ほんのわずかな誤りがどこかにあること，だいたいどの
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へんにあるかもわかっていたが，出発までに発見できなかった。訂正を手紙で報せて

下さいといって，出発してきたのである。誤り は，時間的には私がまだ成田空港にい

る頃に発見されたのだけれども，手遅れであった。

というわけで，プログラムの訂正を相手に示さなければならないが，そのためには

まず磁気テープを読み，プログラム ・リ ストをプリントしてもらわなければならな

い。同時に磁気テーフ。のコピーもそちらで作ってほしい。そういうわけで計算機のオ

ペレーターがよばれた。のんびり した好感の持てる大男が，ジーパンにメリヤスの肌

シャツという姿で現われた。妙な，しかしわかりやすい英語をしゃべる。磁気テープ

について一応説明すると，テープを持って消え，やがてプリントされたリストを持っ

てきたが，第 lファイルのプログラムしかない。 3つのプログラムが3つのファイル

になって読み込まれているのだというと，ここのソフトウェアではファイル lつしか

読めない3 しかし私のオペレーションで全部読むことはできるという。ジラールさん

も一緒に計算機室に行くロ小さな計算機である。大男に似合わず，素早くコンソール

をたたき，まもなく全部のファイルを読み， リストを出した。こちらはそれに訂正を

書き込む。その場で訂正もすませ，コ ピーを作った。来週の金曜日にはデータをテー

プに入れてお渡ししますということで，その日の訪問を終わった。 5時を少し過ぎて

いた。上首尾とは思えなかったが，だめでもともとと元来あまり期待していなかった

のだから，それほど落胆もしなかった。

6月13日の会談は10時半からの約束だった。ロッシュさんの部屋に行くと，すぐジ

ラールさんが来て，彼の部屋に移った。そこに英語のできる研究者も加わった。穏や

かな人で，彼がジラールさんとの問で通訳してくれることになったが，この人自身が

すぐれた研究者で，私の論文を読み， 理解してくれていた。ジラールさんも 1週間の

聞に私の論文を読み，さらに私の自動化プログラムを自分流に改造，修飾することま

で試みていた。私の作ったプログラムはどこかが間違っているらしくてうまくいかな

いがと，プリント結果をパラリと見せたりした。先日とは表情もまったく異なり，質

問はつぼにはまっている。たちまち l時間半たち，正午をすぎた。話もあらかたすん

だので，データを入れた磁気テープ l巻，厚さ30cmばかり の IBM カード， l冊の

印刷物をもらって ORSTOMを辞した。

モンマルトルの墓地の上の道を歩きながら，胸のふく らむ思いがした。この 1時間

半で，パリ滞在10日の意味は十分にあったというべきである。ヒ。ガール広場のあたり

は，ポルノ映画館，セックス ・ショップが軒を並べているところだけれども，いまは

関心が湧いてこない。もらってきたデータをしっかりかかえて，まっすぐホテルに急

いだ。（つづく）

（元国立防災科学技術センタ一所長，理博）
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